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ロータリーを拡めよう
会 長

和田賢二

インスピレーションになろう
7月4日例会

出席
報告

会員総数93名（内免除会員4名）

出席者数 63名
メークアップ 4名

0

■ガバナー補佐公式訪問

欠席者 26名
（名）

93

内容は、
『 親愛なるロータリーの支援者、そしてロータリ

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐

曽根

一様

ガバナー補佐セクレタリー

西田

重人 様

ーリーダーの皆さま、本日は2018－19ロータリー年度の初
日、共にロータリーの新たな役割に取り組む最初の日です。

細川ガバナーから指名を受けて今年一年補

また、各役割の前任者たちからリーダーシップのバトンを

佐としてお手伝いします。6月の会長幹事会で

受け取り、後任となる人たちにバトンを渡す準備を始める

各クラブから活動方針を伺いました。帯広クラ

日です。私たちが職務を全うし1年後に退任する頃には、ク

ブの和田会長は75代目と聞き、さすがに歴史はすごいなと

ラブや地区はさらに大きく、強く、効果的なものとなり、ロ

感じました。そこで和田会長が、ポリオ撲滅報道で朝日新聞

ータリーに全力をつくし、その価値をよりいっそう高めて

がビル・ゲイツの名前しか掲載していなかった件に触れら

いることでしょう。

れたのが印象に残っています。RCの広報は大事なことで

ロータリーの役割におけるリーダーシップは、その性質

あるということを痛感しました。また私が10年ほど前に帯

から、リレー競争によくたとえられます。それは個人競技で

広東クラブの会長をお受けした時には、帯広クラブの重鎮

はなく、チームとして行うものです。私も含め、今年度のリ

であった田中弘会員に相談に乗って戴き激励と貴重なご指

ーダーとなられた皆さまが一つのチームとなるのです。私

導をいただきました。

たちは同じ目的をもっています。それはロータリーの奉仕

RI会長テーマは
「インスピレーションになろう」ですが、

によって世界を変えること。一つひとつのプロジェクト、ク

インスピレーションとは意欲を引き出すための力、きっか

ラブ、そして地域社会の力によって変えていくのです。』と

け、情熱だと思います。その身近な事例として、帯広南クラ

言うメッセージでした。

ブの女性キャビネット、帯広東クラブの96歳になる福岡氏
が40年以上100%出席、音更クラブの過去最高の新会員目標

皆さん、是非マイ・ロータリーに登録をお願い致します。
以上、会長報告とさせて頂きます。

を9名としたことなど、いずれもインスピレーションなので
はと思います。
もう一つ、
山形RCの援助によりジャンチブ氏

■プログラム 「委員会活動計画発表」 プログラム委員会

が新モンゴル高校を設立しました。彼は小中学校や専門学

・出席委員会委員長

鈴木

優 会員

校を設立し、多くの生徒を日本へ留学させています。さらに

活動方針につきましては、4日の例会で説明

学校の正面玄関わきに銅像を建てるための台座が設置して

頂いた和田会長の方針を十分に理解し、例会へ

あり、それは新モンゴル高校の卒業生で最初にノーベル賞

の出席を奨励するとともに、諸先輩方が築き上

を受賞する人のために用意してあるというのです。そうい

げてきたものを、責任を持って継承していきた

う素晴らしい活動を行ったジャンチブ氏を支援したロータ

いと考えております。活動に伴う抱負に関しては、正直右も

リークラブの存在を誇りに思っています。ガバナー補佐と

左も分からないことが多く、小田理事からの指導をいただ

して一年間頑張りますので、
どうかよろしくお願いします。

きながら、頑張って業務を全うしていきたいと考えていま
す。個人的には委員会を通じてメンバーとの親睦を深め、楽

■会長報告

和田

賢二 会長

皆さんこんにちは、本日はRI第2500地区第6

しみながら一年を過ごすことが出来たらなと考えていま
す。気は早いと思いますが、1年間の務めが終わった際に、

分区曽根ガバナー補佐をお迎えしての例会と

よく頑張ったなと仰っていただけるよう取り組んでいく所

なります。ガバーナー補佐には、後程ご挨拶を

存です。

頂戴したいと存じます。
さて例会のプログラムは、本日と次週の2週間の中で各委

・親睦活動委員会委員長

工藤

大輔 会員

員長さんにお話を頂く訳ですが、各委員会の事業こそが私

和田会長の掲げる目標のひとつである「親睦

が一年間会長を務めさせて頂く上で最も重要な核心部分と

とコミュニケーションを拡めよう」を実践する

言ってもよいと思います。どうぞ皆さま聞き漏らすことの

ため、まずは委員会のコミュニケーションを密

ないようにお聞き願いたいと存じます。

にはかり、楽しい委員会活動からクラブ全体の

それから、例会スケジュールが過密でしたので中々ご披

親睦につなげていきたいと思います。毎例会、会場入口で必

露できませんでしたが、7月2日にバリー・ラシンRI会長か

要以上のニコニコ笑顔でお迎えし、ニコニコ献金をしてい

らメールを頂戴しておりました。

ただける雰囲気づくりに務めたいと思います。担当プログ

ラムでは、まず家族野遊会の9月9日（日曜日）、そして12月12

②帯広北RC、夜間例会開催のご案内

日（水曜日）の年末家族会は、ぜひ手帳に予定を入れておい

日

時

7月20日（金）午後6時30分

ていただければと思います。皆様に楽しんでいただけるよ

場

所

ホテル日航ノースランド帯広

う1年間頑張りますのでよろしくお願いいたします。
③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
・広報委員会委員長

大江

平 会員

広報委員会の基本方針は、我々が地域社会で

日

時

7月24日（火）午後6時30分

場

所

プレミアホテルCABIN帯広

実施している奉仕活動に対する人々の認識と
理解を深めるために広報誌やソーシャルメデ

④帯広南RC、7月30日（月）の例会は、休会と致します。

ィアを活用し、クラブ内外に情報を発信するこ

帯広東RC、7月31日（火）の例会は、休会と致します。

とです。
「帯広RCは元気で活発なクラブです」と広報活動を
通じてクラブに好印象を抱いてもらい、帯広ロータリーク

⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内

ラブの存在感を高めることと思っています。会長方針の
「ロ

日

時

8月

ータリーを拡めよう」という目標には広報は欠かせない委

場

所

アップアイランド

2日（木）午後0時30分

員会だと思いますので、一年間精一杯頑張りたいと思いま
⑥帯広東RC、移動例会開催のご案内（道の日清掃）

す。よろしくお願いいたします。
・会員増強委員会委員長

倉野

賢 会員

これまでの会員増強委員会が取り組んでき

日

時

8月

場

所

帯広中央公園南側

3日（金）午前10時

※尚、8月7日（火）の繰上げ例会と致します。

たことと大きく変わるものではありませんが、
和田会長が掲げる目標にある「会員を広めよ

■委員会報告

う」を実践してまいります。ここで大切なのは

・ニコニコ献金

この事業は会員増強委員会だけで進められる事業ではない

本日のゲスト曽根一ガバナー補佐よりお志を頂きまし

事です。会員皆様が持っているネットワークをフルに発揮

た。曽根様、誠にありがとうございました。

して頂かないと進めることが出来ないと考えます。更に、会

仁木

長の想いで重要なのは当クラブには多くの女性会員がいま

宏一 会員

サマージャンボ宝くじへの販売協力ありがとうございま

すが更に増員していきたいと考えている事です。このこと

した。当たりますように…。

を踏まえて、8月1日の担当例会ではテーブル毎の情報提供

柴田

をまとめていきたいと考えています。会員皆様からのHOT

勝浩 会員

11/21出発、ハワイチャーター、とかち帯広空港から日本
航空でひとっとびです。20日（金）販売となります。詳しく

な情報提供をお願いします。

は柴田迄（パンフレットあります）
・職業奉仕委員会委員長

森

光弘 会員

国際ロータリーのテーマ 「インスピレーシ
ョンになろう」に沿って、職業奉仕委員会は
「本

・理事・役員就任
野村

文吾 社会奉仕委員会委員長

業活動をもって地域貢献活動の波頭に立つ」を
スローガンとしました。恒例の職場訪問は9月5
日に実施します。
「パナソニック

スイッチング

テクノロ

・お誕生日祝い
野村

文吾 会員

ジー株式会社」の工場です。歴史と伝統の帯広RCであれば

・配偶者様お誕生日祝い

ということで、見学を快く承諾されました。道内で年商がト

高原

淳 会員

ップクラスの企業であります。創業者松下幸之助氏の理念
が息づく工場が、帯広の地において、つねにイノベーション

・出席報告

をはかりながら発展してきた「松下スピリット」を学べる絶

7/18例会の報告

好の機会かと思います。多数の参加をお待ちしております。

会員総数93名

内免除会員4名

出席者数61名

7/4例会の報告
■会務報告

外㟢

裕康 幹事

メークアップを含む出席者数67名

出席率73.6%

①帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日

時

7月19日（木）午後6時30分

■次週プログラム予定

場

所

北海道ホテル

7月25日（水）「委員会活動計画発表」（プログラム委員会）

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

例会日 / 水曜日 12:30 〜 13:30
例会会場 / ホテル日航ノースランド帯広 TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日 ●認証番号 /3820 ●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
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●委員長 / 大江
平・副委員長 / 大和田三朗・横山
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